
（表１）飯田市　環境マネジメントシステム適用一覧表

№ 主管課 適用範囲
他の環境マネジメントシス
テムの運用施設

1 総務文書課 総務文書課
本庁舎（職員共済会、職員労働組合に対して使用許可がある部分を除く。）

りんご庁舎（南信州広域連合に対して使用許可がある部分を除く。）
職員会館（職員共済会、印刷業務受託者に対して使用許可がある部分を除く。）

2 人事課 人事課
3 財政課 財政課
4 税務課 税務課
5 納税課 納税課
6 企画課 企画課
7 IIDAブランド推進課 IIDAブランド推進課
8 リニア推進課 リニア推進課
9 リニア整備課 リニア整備課
10 リニア用地課 リニア用地課
11 ムトスまちづくり推進課 ムトスまちづくり推進課
12 結いターン移住定住推進室 結いターン移住定住推進室
13 座光寺自治振興センター 座光寺自治振興センター（公民館を含む）

14 松尾自治振興センター 松尾自治振興センター（公民館を含む）

15 下久堅自治振興センター 下久堅自治振興センター（公民館を含む）

16 上久堅自治振興センター 上久堅自治振興センター（公民館を含む）

17 千代自治振興センター 千代自治振興センター（公民館を含む）

18 龍江自治振興センター 龍江自治振興センター（公民館を含む）

19 竜丘自治振興センター 竜丘自治振興センター（公民館を含む）

20 川路自治振興センター 川路自治振興センター（公民館を含む）

21 三穂自治振興センター 三穂自治振興センター（公民館を含む）

22 山本自治振興センター 山本自治振興センター（公民館を含む）

23 伊賀良自治振興センター 伊賀良自治振興センター（公民館を含む）

24 鼎自治振興センター 鼎自治振興センター

25 上郷自治振興センター 上郷自治振興センター（公民館を含む）

26 上村自治振興センター 上村自治振興センター（公民館を含む）

上村コミュニティセンター
27 南信濃自治振興センター 南信濃自治振興センター（公民館を含む）

基幹集落センター
飯田市南信濃木沢都市山村交流促進施設（旧木沢小学校）

28 男女共同参画課 男女共同参画課
29 市民課 市民課
30 環境課 環境課

飯田市斎苑
公衆トイレ
市営霊園
最終処分場

31 環境モデル都市推進課 環境モデル都市推進課
川路メガソーラー用トイレ
21世紀環境共生型ﾓﾃﾞﾙ住宅
旧飯田測候所

32 福祉課 福祉課
今宮福祉企業センター
上久堅福祉企業センター
鼎福祉企業センター
上郷福祉企業センター
上村福祉企業センター本所
上村福祉企業センター中郷分場
南信濃福祉企業センター本所
福祉会館
南信濃福祉研修センター
南信濃障害者等活動支援センター
障害者生活ケアセンター

33 子育て支援課 子育て支援課 丸山保育園
座光寺保育園
松尾東保育園
下久堅保育園
上久堅保育園
龍江保育園
竜丘保育園
川路保育園
三穂保育園
山本保育園
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№ 主管課 適用範囲
他の環境マネジメントシス
テムの運用施設
中村保育園
殿岡保育園
鼎みつば保育園
上郷西保育園
上村保育園
和田保育園
こども発達センターひまわり
(南信州いいむす21）

34 長寿支援課 長寿支援課
上村デイサービスセンター
飯田市かなえデイサービスセンター
飯田市上郷デイサービスセンター（さくらさくら）
飯田市いいだデイサービスセンター
飯田市北部デイサービスセンター
飯田市竜東デイサービスセンター
飯田市南信濃デイサービスセンター
飯田市西部デイサービスセンター（桑の実）
飯田市中部デイサービスセンター
飯田市かわじデイサービスセンター
飯田市千代デイサービスセンター
飯田市南信濃高齢者共同住宅
特別養護老人ホーム遠山荘
特別養護老人ホーム飯田荘
特別養護老人ホーム第二飯田荘
山本老人福祉センター
飯田市多世代交流プラザ
上村ふれあいセンター
上村屋内ゲートボール場
麻績の里交流センター
上郷地域休養施設
鼎稲井農業集落高齢者交流施設
鼎下山老人集会施設
ふれあいの郷松ぼっくり
飯田市かさまつのさと

35 保健課 保健課
飯田市健康増進施設ほっ湯アップル
飯田市立上村診療所
飯田市立千代診療所
飯田市休日夜間急患診療所
飯田市国民健康保険三穂診療所
飯田市国民健康保険上村歯科診療所

36 産業振興課 産業振興課
飯田市勤労者福祉センター

37 農業課 農業課
飯田市特産物加工施設上村農産物加工施設
天竜峡地域活性化センター
飯田市上村体験農園施設

38 林務課 林務課
野底山森林公園　管理事務所
野底山森林公園　姫宮憩いの家
野底山森林公園　ログハウス
野底山森林公園　林間学校
飯田市木工センターとちの木
南信濃林産加工施設

39 商業・市街地活性課 商業・市街地活性課
卸売市場
りんご並木三連蔵
流通業務用施設
飯田市人形時計塔

40 観光課 観光課
飯田インター事務所
天龍峡温泉交流館
保健休養施設（沢城湖）
山本都市農村交流促進施設（杵原学校）
観光トイレ
天龍峡観光案内所
飯田駅観光案内所
よって館天龍峡
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№ 主管課 適用範囲
他の環境マネジメントシス
テムの運用施設

飯田市上村若者センター（喫茶かみ）
飯田市上村簡易宿泊施設高原ロッジ下栗
飯田市上村しらびそ高原施設
飯田市上村大島河原河川公園
飯田市上村大平公園
飯田市上村農産物直売施設上村特産品直売所
飯田市上村農産物直売施設はんば亭
飯田市上村農産物直売施設村の茶屋
飯田市南信濃簡易宿泊施設やまめ荘（島畑）
飯田市南信濃広場等利用施設
飯田市南信濃木沢特産物等販売施設
飯田市南信濃地域農産物等活用型総合交流促進施設及び温泉交流施設（かぐらの湯）

飯田市南信濃森林林業情報発信施設（アンバマイ館）
飯田市南信濃便ヶ島森林公園施設
飯田市南信濃野外体験学習施設
温泉スタンド
飯田市南信濃南和田特産物等販売施設（滝見の館）
飯田市南信濃和田特産物加工施設
飯田市南信濃夜川瀬特産物加工施設（お茶の子菜々）
飯田市南信濃陶芸館
飯田市南信濃八重河内特産物加工施設

41 工業課 工業課 環境技術開発センター

飯田EMCセンター
42 金融政策課 金融政策課
43 管理課 管理課

天竜川総合学習館かわらんべ
44 地域計画課 地域計画課
45 土木課 土木課

動物園
平成記念かざこし子どもの森公園
公園トイレ

46 国県関連事業課 国県関連事業課
47 経営管理課 経営管理課
48 水道課 水道課

妙琴浄水場
砂払浄水場
野底浄水場
米川浄水場他11浄水場

49 下水道課 下水道課
50 下水浄化センター 松尾浄化管理センター

川路浄化センター
竜丘浄化センター
和田浄化センター
農業集落排水処理場15施設

飯田市立病院 全て病院機能評価

51 介護老人保健施設 介護老人保健施設
52 秘書広報課 秘書広報課
53 危機管理室 危機管理室

中央駐車場
飯田駅西駐車場
飯田駅駐車場
本町駐車場
扇町駐車場

54 会計課 会計課
55 学校教育課 学校教育課 浜井場小学校

追手町小学校
丸山小学校
座光寺小学校
松尾小学校
下久堅小学校
上久堅小学校
千代小学校
千栄小学校
龍江小学校
竜丘小学校
川路小学校
三穂小学校
山本小学校
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伊賀良小学校
鼎小学校
上郷小学校
上村小学校
南信濃小学校
飯田東中学校
飯田西中学校
緑ヶ丘中学校
竜東中学校
竜峡中学校
旭ヶ丘中学校
鼎中学校
高陵中学校
遠山中学校
丸山共同調理場

竜峡共同調理場

南信濃給食センター

矢高共同調理場

（学校のいいむす21）

56 生涯学習・スポーツ課 生涯学習・スポーツ課
飯田市考古資料館
旧小笠原家書院小笠原資料館
上郷歴史民俗資料館
旧座光寺麻績学校校舎
飯田市総合運動場
飯田市下久堅運動場
飯田市上久堅運動場
飯田市千代運動場
飯田市桐林運動場
飯田市山本運動場
飯田市矢高運動場
飯田市上郷運動場
飯田市山田運動場
飯田市座光寺河川敷運動場
飯田市川路多目的広場
飯田市南信濃運動場
飯田市今宮球場
県営飯田野球場
県営多目的グランド
県民飯田運動広場（押洞運動場）
城下グランド
飯田市高羽町テニスコート
飯田市桐林テニスコート
飯田市矢高テニスコート
飯田市山田テニスコート
飯田市天龍峡テニスコート
飯田市南信濃テニスコート
飯田市営市民プール
飯田運動公園プール
飯田市鼎体育館
飯田市切石体育館
飯田市上郷体育館
飯田市山田体育館
南信濃海洋センター
飯田市武道館
飯田市鼎弓道場
飯田市上村弓道場
飯田市和田弓道場
飯田市木沢弓道場
県営飯田弓道場
飯田市竜丘柔道場
飯田市上郷柔剣道場
飯田市桐林屋根付多目的グラウンド
飯田市八重河内屋内ゲートボール場
飯田市風越山麓研修センター

57 歴史研究所 歴史研究所
58 市公民館 市公民館

橋北公民館
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橋南公民館
羽場公民館
丸山公民館
東野公民館
鼎公民館
勤労青少年ホーム・勤労者体育センター

59 文化会館 文化会館
竹田人形館
竹田練場
川本人形美術館
今田人形の館
黒田人形浄瑠璃伝承館
飯田人形劇場
文化会館倉庫（３か所）

60 中央図書館 中央図書館
鼎図書館
上郷図書館
伊賀良学習交流センター(図書館伊賀良分館)

61 美術博物館 美術博物館
日夏耿之助記念館
柳田國男館
上郷考古博物館
秀水美人画美術館
上村民俗資料館
上村まつり伝承館
上村山村ふるさと保存館
遠山郷土館

62 市議会事務局 市議会事務局
63 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局
64 監査委員事務局 監査委員事務局
65 農業委員会事務局 農業委員会事務局
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